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アイタペ（Aitape）津波災害

➢1998年7月17日（金）午後6時49分
➢地震（M. 7.1） 余震：M5.6 at 19:09, M5.9 at 19:10 
➢震源：海岸より約50km
➢被害域：沿岸30km、内陸へ1.5km
➢シサノ・ラグーン（Sissano Lagoon）に大きな被害、津波の高さ：～15m
➢死者：2，200名以上（住民約12,000名）［8/6 死者2,182名（住民数

11,854名）18％ 後の公式発表：2,217名］

津波による死者数は20世紀2番目

Cf.昭和三陸沖地震津波（1933.3.3）
死者数3,064名





Pt. Moresby

被災地

Aitape

Vanimo パプアニューギニア

1975年 独立

面積：46.2万km2（日本の約1.25倍）

人口：529万人

首都：ポートモレスビー Port Moresby

言語：英語、ピジン語、モトゥ語、その他
（800言語以上）



写真提供：パプアニューギニア国立博物館



写真提供：パプアニューギニア国立博物館



[発生メカニズムに関する調査]

突発災害調査班（団長：河田惠昭 7/30～）
平均津波高さ：約10m（浸水高さ8m、局所的に15m以上）
流速：9m／sec

ニューギニア海溝（4,000m）に向かって急激な海底勾配

海底の柔らかい堆積層が海溝へ滑り込んだ（？）海底地滑
り

質量の移動による水面の低下→波高の増幅（？）



「かいれい」による深海調査（1999.1.3－11）

SOPAC(South Pacific Applied Geoscience Commission＝南
太平洋応用地球科学委員会、本部スヴァ)からの要請で海
洋科学技術センター実施
海底地滑りと思われる土砂の流出跡
（アーノルド川からの）扇状堆積物の浅瀬 20～30km沖へ
水深1,000m以浅での緩勾配、以深での急勾配
堆積物の一部が地滑りを起こしたのではないか
断層の確認

波源域と陸域との間に直線的に伸びる凹地地形に沿って
極度に増幅したと推定



深海探査機「ドルフィン-3K」による調査（1999.2.21－26）
シサノ・ラグーン北東沖約20kmの北落ちの円弧状急崖に
潜航
水深1,530mm～1,500m辺りの斜面上に東西方向の地割
れ 100m～200m
淵が鋭く、中に柔らかな堆積物→新しい
地割れ地点の北約10km 水深2,100m辺りにも斜面の崩
壊跡
まったく泥を被っていない→新しい

南緯2度50分、東経142度15分を中心とした半径約8kmの
範囲内で起こった地殻変動が津波発生の原因

シミュレーションの結果、計算上、陸上で最大波高が現れ
る位置と、実際に現れた位置がほぼ一致





写真提供：パプアニューギニア国立博物館



シサノ・ラグーン Sissano Lagoon

周囲：約26km、 面積：約30km2

アロップ

ワラプ

シサノ

写真提供：パプアニューギニア国立博物館



ラグーン
海

写真提供：パプアニューギニア国立博物館



写真提供：パプアニューギニア国立博物館



写真提供：パプアニューギニア国立博物館



マロール：小学校２、聖霊修道会
Holy Spirit教会、簡易医療施設
Aid-post１

アロップ：小学校１、職業訓練校１、簡
易医療施設、聖霊修道会教会

ワラプ：小学校１、
簡易医療施設１

シサノ：小学校１、フランシスコ修道
会、保健医療サブセンター１、行政
支所、職業訓練校



ラグーンでの漁労





ポウ・ケアセンター：

アロップの被災者、約2,000人が人口約400人のポウへ 避難。

土地問題再発のため、アロップ被災者はラグーン寄りの畑地へ移
動を余儀なくされる。



ラモ・ケアセンター：

ワラプの被災者、約1,600人が人口約450人のラモへ避難。ラモ住

民はワラプ被災者の退去を要請。ワラプ被災者は、自分たちの土
地へ移動し、後にラモ住民はバルプ住民（＝ワラプ被災者）へ学校
建設用地を提供。 地代要求があるか否か不明。





Subsidence of Warapu

1907



歴史

マレー人と接触：ゴクラクチョウ交易
1884 ドイツ帝国植民地
1885～1899 ドイツ・ニューギニア商会植民地（カカオ、タバコ、ココヤシ栽培）
1899～1914 ドイツ帝国植民地
1907.11～12 地震 Sissano Lagoon形成、Warapuの島水没 余震数週間
1911 神言修道会（Societatis Verbi Divini, SVD ドイツ)がシサノ宣教所開

設
ピジンの使用開始

1914 第1次世界大戦：ドイツ人のプランテーション経営者や宣教師は追放さ
れず

1916～1918 シサノ宣教所閉鎖
1921～1942 オーストラリア委任統治領（1919年のベルサイユ条約に基づく）

ドイツ不動産の没収と売却→依然としてプランテーション植民地
1923 SVDの活動再開
1942 日本軍ラバウル占領、ウェワク近郊上陸

カトリック宣教師を勾留
1946 ドイツ人宣教師の活動再開許可byオーストラリア国外領土省

オーストラリア信託統治
1962 クィーンズランドからフランシスコ修道会の修道女到着、医療サービス

開始
1964 自主憲法制定
1975 独立



1998年9月 （撮影：牧紀男）



アイタペ行政区災害対策委員会

１．被災者の再定住化に向け、保健医療、学校教育、農漁業、
福祉厚生に関わる要望調査と計画立案

２．復興事業の実施にあたって、モニタリングと調整

３．災害復興への寄付申し出の調整

４．復興事業と援助資金の調整

５．報告書の定期的な提出

委員長が責務を果たさず、３ヶ月間開催されず。１２月更迭。

実質的な中核組織は、カトリック教会



復興事業の大幅な遅れ

アイタペ行政区災害対策委員会内の意見調整が難航

道路建設：ルート：被災者の再定住地が不確定

質：全天候型（砂利）不可能

小学校：再定住地の数が災害前よりも多い

州政府は住民の要望を聞き、立案
←財政的裏付け無し

カトリック教会：５校のうち４校を再建する計画

独自の復旧予算を持つ















８月上旬までに、緊急援助支援のほとんどは完了

被災者の生活再建活動のスタート

復興計画の策定

PNG政府の要請で、AusAID（Australian Agency for 
International Development)が被災地復興計画策定

現地調査、経費見積もり、財源の見通し

災害復興委員会の設置

サンダウン州災害対策委員会（行政主導）

アイタペ司教管区災害復興委員会（カトリック教会主導）

↓

アイタペ行政区災害対策委員会設置（Aitape District Ｄ
isaster Ｃｏｍｍｉｔｔｅｅ、ＡＤＤＣ）



アイタペ行政区災害対策委員会 （ＡＤＤＣ）

１．被災者の再定住化に向け、保健医療、学校教育、農漁業、
福祉厚生に関わる要望調査と計画立案

２．復興事業の実施にあたって、モニタリングと調整

３．災害復興への寄付申し出の調整

４．復興事業と援助資金の調整

５．報告書の定期的な提出

委員長が責務を果たさず、３ヶ月間開催されず。１２月更迭。

実質的な中核組織は、カトリック教会



旧シサノの小学校再建

シサノ→ オルブルム、レインブルム、ロウォイ、ウィポンへ再定住

カトリック教会はオルブルムに大規模な小学校建設を計画

パプアニューギニア地震津波・緊急援助実行委員会（神戸NGO）

独自調査に基づき、ウィポンへの小学校建設支援を決定

義援金1800万円をパプアニューギニア・キリスト教協議会
に寄託。

1999年9月、住民自身による整地開始

2000年7月17日、Nimas-Kobe Memorial School開校









Nimas-Kobe Memorial School 
at Wipon



故 草地賢一氏の功績をたたえる



JOCV隊員寄付による職業訓練校 ＠Arop 2 （Wauroin）



再定住



Subsidence of Warapu

1907



Aroporo















パブリック・インフォメーション・プログラム

⚫パプアニューギニア大学地質学科ヒュー・デイビス
（Hugh Davies）教授により、避難所、学校、病院、村落で
開催

–「津波」とは何か

–津波は決して稀な現象ではない

–次の津波がいつ、どのくらいの規模でやって来るか
予測不可能

–津波の危険性を忘れてはならない

–前兆の知識をもつべき

–住宅や学校などの施設は、安全な場所につくるべき



PARITC(Papua New Guinea and Regional International Tsunami Conference、1999年9月15日
～)

PA (Public Awareness):被災地において津波専門家5名による津波知識の普及活動、復興や
津波対策への助言

(移転集落Arop1,2, Barupu, Malol, Sissano、9/16～19)

Q/A：地震・津波の発生メカニズム、海底亀裂の意味とスケール、地滑りの可能性とその影

響、津波来襲時に受けた傷の特異性（黒く変色）とその原因、旧村へ戻れる可能性、日本は
津波警報システムなどを持っているのになぜ今回の津波をPNGへ知らせなかったのか、etc.

情報収集：津波の前兆現象（前日の海水の変化、水面での気泡）、来週時の爆音、風、波向
き、熱水、波表面の発光現象

人工津波説：特にBarupu(旧Warapu)、地震前に違法潜水者、沿岸に爆破跡のような複数の
穴、地震時に爆発音
専門家の対応：津波は自然現象で世界各地で発生、10mを越すほどの津波を人為的に

発生させることは不可能

《「津波被害の多い日本の研究者による津波の経験と説明は、住民にとって大変
説得力のあるものであったようである。説明会・対話会が終わった後は、参加した
住民全員と握手をしてお互いの信頼と対話集会への参加に対する謝意を示し
た」》 （Ｉ教授）



TS (Tsunami Science)：アイタペ津波の発生メカニズム、防災対策に
ついてPNGと海外研究者の情報・意見交換（Madang、9/19～21）

津波の最高点は砂嘴中心部とラグーン東部
⇒ 砂嘴での生活再開は危険

アメリカ調査団による音波探査 4,000mｘ1,000mｘ500m程度の規
模の地滑り後発見

DM (Disaster Management) ：PNG・周辺国の防災担当者、被災者、

住民、教会、津波専門家が、アイタペ津波の応急対応・復興活動
の再検討、今後の課題について（Madang、9/21～24）



Poster distributed by 

National Disaster 

Emergency Services

ADRCがPNG政府の要請により、津

波防災啓発プロジェクトへ協力
（1999.9.23 覚書調印）

ポスター作成、研修員の受け入
れ



シサノ 2009年7月



2009年7月 PNG調査地



2009年7月 PNG調査地



「近いうちにまた津波が襲ってくる」という不安

＜皆既日食→プレートを動かす→地震と津波＞

アイタペ警察署にファックスが張り出される
別ルートでも村人がコピーを入手

↓
社会不安

＊ラジオ・サンダウンにより、噂否定の放送

沈静化





Prediction on July 22,2009 Eathquake and Tsunami will strike 
the Pacific Ocean?
http://www.youtube.com/watch?v=c9uX3Z7Ihzk&feature=fvw

"July 22nd 2009 another Tsunami" HOAX
http://www.youtube.com/watch?v=PpGJv4-SFz8









パブリック・インフォメーション・プログラム

⚫パプアニューギニア大学地質学科Hugh Davies教授によ
り、避難所、学校、病院、村落で開催

–「津波」とは何か

–津波は決して稀な現象ではない

–次の津波がいつ、どのくらいの規模でやって来るか
予測不可能

–津波の危険性を忘れてはならない

–前兆の知識をもつべき

–住宅や学校などの施設は、安全な場所に



PARITC
(Papua New Guinea and Regional International Tsunami Conference、1999年9月15日～)

PA (Public Awareness):被災地において津波専門家5名による津波知識の普及活動、復興や津
波対策への助言

(移転集落Arop1,2, Barupu, Malol, Sissano、9/16～19)

Q/A：地震・津波の発生メカニズム、海底亀裂の意味とスケール、地滑りの可能性とその影響、

津波来襲時に受けた傷の特異性（黒く変色）とその原因、旧村へ戻れる可能性、日本は津波
警報システムなどを持っているのになぜ今回の津波をPNGへ知らせなかったのか、など

情報収集：津波の前兆現象（前日の海水の変化、水面での気泡）、来週時の爆音、風、波向き、
熱水、波表面の発光現象

人工津波説：特にBarupu(旧Warapu)、地震前に違法潜水者、沿岸に爆破跡のような複数の穴、
地震時に爆発音
専門家の対応：津波は自然現象で世界各地で発生、10mを越すほどの津波を人為的に発

生させることは不可能

《「津波被害の多い日本の研究者による津波の経験と説明は、住民にとって大変説得力のあ
るものであったようである。説明会・対話会が終わった後は、参加した住民全員と握手をしてお
互いの信頼と対話集会への参加に対する謝意を示した」》



TS (Tsunami Science)：アイタペ津波の発生メカニズム、防災対策についてPNGと海外研究
者の情報・意見交換（Madang、9/19～21）

津波の最高点は砂嘴中心部とラグーン東部 砂嘴での生活再開は危険
アメリカ調査団による音波探査 4,000mｘ1,000mｘ500m程度の規模の地滑り後発見

DM (Disaster Management) ：PNG・周辺国の防災担当者、被災者、住民、教会、津波専門
家が、アイタペ津波の応急対応・復興活動の再検討、今後の課題について（Madang、
9/21～24）



写真展データのデジタル化
写真（災害以前・救援活動）
博物館資料
津波防災ポスター
新聞記事
津波発生のメカニズムの解説

アイタペ津波災害に関するデータベース、デジタル・ミュージアムの構築

写真展自体の
デジタル映像化

JOCV隊員撮影のビデオ

復興調査で撮影した
写真・ビデオ

アイタペ津波災害
データベース

防災教育ビデオプログラム
By

PNG国立博物館

デジタル・ミュージアム
By

EqTAP

ビデオプログラム
‘WAVE’ by EM TV

救援・緊急調査で
撮影した写真・ビデオ



津波災害写真展



URL: http://eqtap.edm.bosai.go.jp/planning/project/section5/3/







パプアニューギニア国立博物館映像音響スタジオと
津波防災啓発ビデオ



学校教育における津波防災
ビデオプログラムの活用


